
 

 
 
  

                      

  
 
 
市内の様々な話題、場所、人を訪ね、川崎の 
多彩な魅力を伝えます。 

・ｔｖｋ（テレビ神奈川）[地上デジタル放送 3ch] 
毎週土曜日 午前９：００～９：１５ 

・司会／有馬 隼人（アメフット選手） 
アシスタント／小林 咲夏（tvk アナウンサー） 
リポーター／オカピ（ミュージシャン） 

守永 真彩（タレント） 

 7 日(土) 川崎今昔物語（武蔵小杉編） 

14 日(土) 川崎で沖縄気分※ｔｖｋで「全国高等学校野球選手権」が放送される影響で、午前８時３０分～８時４５分の放送になります。 

21 日(土) 大師のご当地グルメ 

28 日(土) 黒川でアウトドア体験！ 

 
 
  
最新情報を音楽に乗せてお届けします。 

・ＦＭヨコハマ（８４.７ＭＨｚ） 
・毎週日曜日 午後５：４５～６：００ 
・パーソナリティ ／ 尾上 綾華（タレント） 

 1 日(日) 電気自動車開発のベンチャー企業“(株)SIM‐Drive (シム・ドライブ)”を訪問します。 

 8 日(日) 郷土・川崎を掘る“川崎考古学研究所の活動の軌跡” 

15 日(日) かわさき宙と緑の科学館より“プラネタリウム” 

22 日(日) 川崎国際多摩川マラソン“マラソンのコツとは?!” 

29 日(日) かわさき名産品めぐり“伊勢銀 肉の伊勢屋”に行ってきました。 

 
 
   
市内のイベントや場所をリポートします。 

・ラジオ日本（１４２２ＫＨｚ） 
・毎週土曜日 午後５：２５～５：４０ 
・パーソナリティ ／佐々木 麻衣（アナウンサー） 

 7 日(土) “七夕の夕べ”宙と緑の科学館より メガスターⅢ 

14 日(土) 中原消防署訪問“アスタコ”ってなあに 

21 日(土) 夏休みの社会科見学“東芝科学館” 

28 日(土) 夏休みお出かけ企画“電車とバスの博物館” 

 
 
  
スポーツ、音楽情報満載の１時間 

・かわさきＦＭ（７９.１ＭＨｚ） 
・毎週日曜日 午前９：００～１０：００ 
・パーソナリティ／高橋 満理子（アナウンサー） 

 1 日(日) 富士通フロンティアーズ 東京ドームで試合後インタビュー／川崎市子ども夢パーク…など 

 8 日(日) 第 2 回かわさき地産地消フェア／マジシャンになろう&人形劇まつり in 川崎市民プラザ…など 

15 日(日) 東芝野球部ブレイブアレウス 本大会出場を勝ち取る／川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム…など 

22 日(日) 第 17 回 川崎大師風鈴市 ～風を音に変えて風情を楽しむ～／水のお知らせ…など 

29 日(日) 燃えよ！新城高校サッカー部／カワサキストリートミュージックバトルⅣ 本日ファイナルステージ…など 

 
 
 
ラジオ版「市政だより」 

・かわさきＦＭ（７９.１ＭＨｚ） 
・毎週月～金曜日 午前８：３０～８：４０ 

(再放送 午前１１：４５～１１：５５、午後６：２０～６：３０、 

午後１１：１５～１１：２５) 



☆取り上げてほしい話題等がありましたらご連絡ください。市民・こども局シティセールス・広報室 TEL:200-2282 (内 27341) 
※番組内容は変更になることがあります。 

 
 
 
 
 
行政情報をはじめ、音楽や芸術、スポーツなど 
市内の様々な情報を発信します。 

・かわさきＦＭ（７９.１ＭＨｚ） 
・毎週月～金曜日 午前９：３０～１０：００ 

(再放送 毎週月～金曜日 午後９：３０～１０：００) 
・パーソナリティ／月曜：島岡 美延 火曜：宮下 敏子 
水曜：若林 かおり 木曜：達 淳一 金曜：須藤 悟 

2 日(月) 暮らしのトラブル処方箋 ／ 情報 BOX 

3 日(火) 民家園探訪 ／ 北部市場だより ／ 情報 BOX 

4 日(水) 市民活動センター情報 ／ 情報 BOX 

5 日(木) 第 2 回 かわさき地産地消フェア ／ 情報 BOX 

6 日(金) 作って体験！夏休みエコ学習 ／ 消防局ライブ情報 ／ 情報 BOX 

9 日(月) 夏休み川崎港見学会 ／ 川崎区の話題 

10 日(火) 生田緑地・自然ガイド ／ 北部市場だより ／ 幸区の話題 

11 日(水) 夏休み環境科学教室「学ぼう、身近なエコライフ」 ／ 中原区の話題 

12 日(木) 子どもと一緒にバスツアー見学会「食べ物と環境」 ／ 高津区の話題 

13 日(金) 多摩川カヌー教室 ／ 宮前区の話題 

16 日(祝) 夏休み市場体験 ／ 多摩区の話題 

17 日(火) かわさき星空教室 ／ 北部市場だより ／ 麻生区の話題 

18 日(水) 夏休み こども議場見学会 ／ 情報 BOX 

19 日(木) 人形劇まつり in 川崎市民プラザ ／ 情報 BOX 

20 日(金) 市場体験学習 ／ 情報 BOX 

23 日(月) 健康ライフナビ ／ 川崎区の話題 

24 日(火) FM ミュージアムサロン ／ 北部市場だより ／ 幸区の話題 

25 日(水) 夏休み飼育体験教室 ／ 中原区の話題 

26 日(木) 夏休み計量教室 ／ 高津区の話題 

27 日(金) ミュージックシティかわさき ／ 宮前区の話題 

30 日(月) 2012 年 川崎インキュベーター 腹筋善之介作品 ／ 多摩区の話題 

31 日(火) 朗読入門講習会 ／ 麻生区の話題 

 
 
 
 
外国語で市政情報をお届けします。 

・かわさきＦＭ（７９.１ＭＨｚ） 
・毎週月～金曜日 午前１１：３０～１１：４０ 

(再放送 毎週月～金曜日 午後１１：００～１１：１０) 

7/ 2(月) ～ 7/ 6(金) サマーウインドコンサート 2012 

7/ 9(月) ～ 7/13(金) 第 17 回 川崎大師風鈴市 

7/16(祝) ～ 7/20(金) 熱中症予防について 

7/23(月) ～ 7/27(金) フェスタサマーミューザ KAWASAKI 2012 

7/30(月) ～ 8/ 3(金) 生田緑地サマーミュージアム 2012 

放送言語 日本語・英語・韓国語・中国語・ポルトガル語・スペイン語 


